2011 年度

モニタリングサイト 1000 里地調査
サイト間交流会 開催要項
調査員同士の情報共有や調査のフォローアッ
プを行うためサイト間交流会を開催します。調
査の疑問や、調査で見つけたこと、他の調査員
の方に聞いてみたいこと等、皆さんの話題をお
持ちよりください。皆様にお会いできるのを楽
しみにしています。
昨年のサイト間交流会

参加者のみなさん

開 催 内 容
■ 期日
2012 年 3 月 4 日（日）

10：00～16：30

受付開始 9：30

※ 終了後 16：45～18：00 で同会場にて、お茶会（懇親会）を開催します。希望の方は当日お知らせくだ
さい。一品持ち寄り大歓迎！マイカップ持参。
■ 会場
東京農工大学 府中キャンパス 2 号館 1 階 2－11 号室（東京都府中市幸町 3-5-8）
■ 参加費：無料 ※お茶会参加費も無料です
■ スタッフ・講師・協力：
事務局

福田 真由子

（公財）日本自然保護協会

高川 晋一

（公財）日本自然保護協会

モニ 1000 里地検討委員・専門家
青木 雄司

神奈川県公園協会

石井 実

大阪府立大学

植田 睦之

NPO 法人バードリサーチ

大場 信義

大場蛍研究所

尾崎 煙雄

千葉県立中央博物館

竹中 明夫

国立環境研究所

畠 佐代子

全国カヤネズミ・ネットワーク

村上 哲生

名古屋女子大学

植田 健仁

北方生物研究所

環境省生物多様性センター
協力

佐藤 直人

東京農工大学・東京大学

・

井上 隆

■ 持ち物
筆記用具、昼食、マイカップ（飲み物を用意しています）、各サイトの配布できる紹介資料
※サイト間の交流や調査の悩みなど、より深く話し合うために調査結果や写真、サイトの紹介資料をお持ちに
なることをお勧めします。
■ アクセス・地図
東京農工大学 府中キャンパス（東京都 府中市幸町 3-5-8）

2 号館 1 階 2-11 室 会場

東京農工大 HP より転用：
http://www.tuat.ac.jp/access/

・JR

府中キャンパス内

中央線「国分寺駅」下車、
南口 2 番乗場から「府中駅行バ
ス(明星学苑経由) 」
約 10 分「晴見町」バス停下車
-

国分寺南口2番のりば
8時
2 8 14 20
9時
2 7 12 17
10時
2 7 12 17

「寺91府中駅行き」バス時刻表【土日・祝日】
26 32 38 44 50 56
22 27 32 37 42 47 52 57
22 27 32 37 42 47 52 57

武蔵野線「北府中駅」下車、徒

晴見町バス停から「寺91国分寺駅南口行き」 バス時刻表【土日・祝日】
16時
4 9 14 18 23 28 33 38 43 48 53 58
京王線 「府中駅」下車、北口バスタ
17時
4 9 14 18 23 28 33 38 43 48 53 58
ーミナル 2 番乗場から「国分寺 18時
3 8 13 18 24 29 34 39 44 49 54 59
歩約 12 分

駅南口行バス(明星学苑経由)」
約 7 分「晴見町」バス停下車

■ 注意
・遅刻された場合でも、時間になりましたら交流会をはじめさせていただきます。
・ 欠席される方はなるべく 2 月 29 日までに NACS-J 事務所にお知らせください。当日欠席等何かありま
したら以下の連絡先までお知らせください。

保全研究部携帯

TEL：080-2020-6569（3 月 4 日のみ）

2011 年度 モニタリングサイト 1000 里地調査 サイト間交流会
2012 年 3 月 4 日（日） 10：00－16：30
お茶会 16：45－18：00（希望者のみ）

プ ロ グ ラ ム
10：00－

挨拶

環境省生物多様性センター

10：10－

里地調査の進捗情報

10：50－

鳥類の種数と景観の関係～モニ１０００の鳥類調査からわかること～

（公財） 日本自然保護協会

東京大学農学部環境資源科学課程フィールド科学専修 4 年 小松 功武
11：10－

国際的な生物多様性情報の登録・活用への期待
東京大学大学院総合文化研究科

11：30－

神保 宇嗣

全国の調査サイトからの報告１

①奈良川源流域（横浜市）からの調査報告
（神奈川県 一般サイト） 奈良川源流域を守る会

小森谷 由紀

②林の声を聞こう
（東京都 一般サイト）

いたばし自然観察会

山下 一郎

＝＝＝＝＝12：10－13：10 お昼休憩（60 分）＝＝＝＝＝
13：10－

全国の調査サイトからの報告２

③里山再生へのモニタリング調査活用を目指して
（埼玉県 一般サイト） 天覧山・多峯主山の自然を守る会
④こげさわの森の哺乳類

大石 章

木下沢都有保険保安林生物相調査報告

（東京都 一般サイト） 木下沢調査クラブ

大島 亘

⑤飯田市ハナノキ自生地でのモニタリング
（長野県 コアサイト）

はなのき友の会

蛭間 啓

＝＝＝＝14：10－14：20 休憩（10 分）＝＝＝＝＝
14：15－

調査項目ごとに分かれての話し合い
専門家を交えて、グループごとに調査の疑問などについて情報交換します
＝＝＝＝15：20－15：30 休憩（10 分）＝＝＝＝＝

15：30－

全体会

16：20－

終わりの挨拶

16：30

サイト間交流会終了

16：45－18：00

（各グループで話題になったことの全体共有）

お茶会（懇親会）

公益財団法人

日本自然保護協会／NACS‐J
保全研究部 モニタリングサイト 1000 里地調査係（担当：福田真由子）

〒104‐0033 東京都中央区新川 1‐16‐10 ミトヨビル 2F
TEL：03‐3553‐4104

FAX：03‐3553‐0139 E‐mail：moni1000satochi@nacsj.or.jp

ホームページ：http://www.nacsj.or.jp/project/moin1000/

